
平成２８年度までの通学路安全対策実施箇所及び対策状況一覧表

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

企業懇談会等で注意を促す。

道路標示塗り直し

企業懇談会等で注意を促す。

企業懇談会等で注意を促す。

防犯灯設置

注意喚起
工業団地へ要望

路面標示塗り直し対応中

交通量から横断歩道の設置は不可能・・・警察
工業団地への通勤者への注意喚起・・・企画政策課

注意喚起
工業団地へ要望

長田から原に向かう通学路に設置・・・町民生活課

（Ｈ27.28実施予定）

公安委員会へ要望

塗り直し対応中

路面標示の塗り直し

〇

〇

町道　阿賀・東西町線 柏尾区内
町道イモト谷線奥から３軒目、公民館から法勝寺方
面に向かって右側２軒目に防犯灯の設置

柏尾

a-4 町道　阿賀・東西町線 柏尾地内バス停 柏尾バス停　歩道、バス停、カーブミラーの設置 柏尾

道路標示塗り直し

別紙１

a-1 町道　阿賀・東西町線 国道１８０号線(つどい前)交差点 信号機が太陽の光に反射し見えづらい。 東西町

H24-西-1,3

a-2 カーブミラーの設置

a-3 町道　河原田線

a-5

中学生の交通マナーの徹底 柏尾

カーブミラーの設置

交通安全指導継続実施・・・学校

カーブミラーの検討・・・位置を協議会から柏尾区へ確認
水路へのフタ設置により路肩面積を増加・・・県

防犯灯

柏尾地内（ＴＭＳ付近）

柏尾区内に防犯灯設置・・・町民生活課

交通安全指導継続実施

完了

防犯灯設置

【a 対策済の箇所】

公安委員会へ要望 反射に対応できる信号機に取替

〇

〇

町道　坂根上線 坂根地内 二ヶ水路付近、街灯設置とカーブミラーの設置 坂根

旧電車道
交差点部の『徐行』路面表示が消えかけ見えにく
い。

a-6 町道　阿賀・東西町線 柏尾区内 旧国道１８０号線付近転落防護柵の設置 柏尾

a-8

a-7

a-11 町道　下阿賀・北方・猪小路線

警察対応の
為重点箇所
から除外

上阿賀

信号機設置については、場所がない上見通しが悪く危険な為不可
能・・・警察
児童のバス乗降場所の変更は不可能、引き続き交通安全指導継続
実施・・・学校

H24－西-7

「ゆっくり」標示塗り直し

下阿賀

転落防止対策として蓋を設置済

交通安全指導継続実施a-10 町道　阿賀・東西町線 峰バス停 峰バス停に信号機の設置 四季

a-9 町道　旧電車道線

町道　旧電車道線

a-15 町道　長田線 長田区から原区へ

北方地内 工業団地通勤者へ北方区内の安全走行の徹底 北方

下阿賀地内 小学生集合場所の「止まれ」の標示線が薄い。

〇

警察対応の
為重点箇所
から除外

a-13 町道　下阿賀・北方・猪小路線 長田区入口交差点 横断歩道の新設 長田

a-12 町道　長田線 長田入口交差点
長田入口交差点の長田集落側の止まれの文字が
消えている。

北方

a-14 町道　下阿賀・北方・猪小路線 長田区入口交差点 工業団地通勤者へ安全走行の徹底 長田

防犯灯防犯灯の設置 長田

旧県道清水川阿賀線 上阿賀地内（旧電車道） 横断歩道が薄い 下阿賀 横断歩道塗り直し

〇

〇



番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

〇

〇

カーブミラー設置

県有地は伐採済

「ゆっくり」標示塗り直し。

転落防止の蓋（２ヶ所）を設置

交通安全指導継続実施

防犯灯設置

時間帯進入防止看板設置

伐採済

上戸構橋付近に設置・・・町民生活課

・禁止看板を設置・・・企画政策課

危険木の枝伐採済・・・教育委員会

路面標示塗り直し済路面標示の塗り直し・・・企画政策課

・トマレ標示塗り直し済
・カーブミラーは現状維持

防犯灯設置

「ゆっくり」の路面標示を「仲田宅」「美容室クローバー宅」「福間裕隆
宅」に
設置・・・・企画政策課

伐採済

防犯灯設置いずみ区内に設置・・・町民生活課

路面標示の塗り直し・・・企画政策課

（随時対応）

〇

a-24 町道　天萬線 天萬区内 道路面「徐行」をわりやすい場所（電柱等）に設置

a-30

a-16

a-25 町道　天萬線

a-28

能竹

町道　宮前二５号線 百田橋前変則交差点

天萬区内

交通安全指導継続実施
電柱の移設は不可能
緑色路面塗装済（県）

〇

上戸構橋付近 防犯灯の設置 落合上

町道　天萬寺内線

防犯灯

警察対応の
為重点箇所
から除外

南部町立さくら保育園前の横断歩道のペイント、側
道のペイントが薄い。

県道　西伯伯太線
旧県道信号交差点

付近
交通量が多い、道幅せまい、歩道がない -

天萬

町道　清水線 いずみ区内 いずみ区内の防犯灯の設置 いずみ

あいみ手間山

a-19 町道　能竹上線 能竹内（法勝寺川沿い） 防犯灯の設置

a-17

町道　上戸構線

防犯灯

賀祥バス停手前待避付近に設置・・・町民生活課

入蔵区内 町道入蔵線カーブミラーの設置、及び調整（各所） 入蔵

a-23

宮前区

宮前一

時間帯進入禁止看板（天萬庁舎に続く道）を反対側
にも設置

天萬

a-29

宮前区 宮前区内の危険木伐採

「停止線」及び「止まれ」がない。「ゼブラゾーン」が
消えている。

防犯灯

Ｈ24-西-８

町道　入蔵線

a-22 さくら保育園前

a-26

宮前二区
宮前二区内交差点に停止線と「止まれ」の文字が
消えかけている。

県道　溝口伯太線

a-27

町道　宮前二４号線

県道　溝口伯太線

町道　宮前諸木１号線 県営住宅交差点

横断歩道の塗り直し対応中・・・警察
外側線の塗り直し・・・建設課

宮前二 〇
外側線を引く・・・建設課
トマレ表示の検討（ポールは立てない）・・・企画政策課と建設課で検
討

ゼブラゾーン、トマレ標示塗り直し
済

〇

宮前二生活道路側から正面の電柱にカーブミラー
の設置。停止線、「止まれ」を引き直し。最徐行対策
が必要

宮前二

宮前二

a-18 町道　徳長線 徳長（機械組合倉庫付近） 木の伐採 徳長

・横断歩道塗り直し
・外側線は現状維持

カーブミラーの検討

木の撤去を検討

水路の蓋の設置 宮前一 〇
・転落防止柵設置の検討・・・教育委員会、建設課、水利組合（産業
課）
・道路に接する水路にフタを設置・・・鳥取県

a-21 国道　180号線 賀祥ダム付近
国道１８０号線賀祥ダムから法勝寺方面の歩道の
木の撤去

騂牛

a-20



番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

柏尾

県道　西伯伯太線

a-41

〇

道路拡幅済

交通安全指導継続実施

スピードマーク

減速マーク設置済

防犯灯設置

道路照明を設置済

交通安全指導継続実施

速度標示を追加

ガードパイプを設置

防犯灯設置

・交通安全指導継続実施
・交通マナーの啓発

路面標示塗り直し済

・交通安全指導継続実施
・横断歩道設置済

ガードレールの設置

諸木バス停（川側）後方の電柱に設置・・・町民生活課

交通安全指導継続実施・・・学校
交通マナーの啓発・・・・企画政策課

道路改良済

交通安全指導継続実施

路面標示の塗り直し対応中・・・警察

交通安全指導継続実施・・・学校
五つ分かれ付近の横断歩道設置検討・・・・警察

交通安全指導継続実施

速度表示の増設対応中・・・警察

西原区内に設置・・・町民生活課
拡張された県道歩道側に設置・・・町民生活課

〇

道河内から武信の間　確認の上減速マーク等の設置を検討・・・県〇

〇

町道　金田御内谷線 御内谷

a-40 県道溝口伯太線

a-42 町道　阿賀・東西町線 柏尾区内（旧国道） 路面上にスピード制限の表示（数ヶ所）

a-43

町道　鶴田池野線
町道　朝金鶴田２号支-1

a-34 県道　米子岸本線 県道（諸木西原間） 防犯灯の設置

a-32 農道

a-37

四軒屋方面からの時間帯進入禁止

制限速度表示を増加済。バイパスとの交差点までを50から40ｋｍ/ｈへ

西原地内

学校前 交通量多い、車のスピード速い

西原

西原

武信バス停前道路、武信下バス停前道路　直線で
スピードが出やすい為「バス停あり」または「徐行」
の表示。

武信バス停

ガードレールの新設（２ヶ所）

H24-西-2,4

-

集落内速度規制の表示（４０Ｋm）市山区内

町道　諸木丸山線支-8

県道　福頼市山伯耆大山停車場線 西原地内 横断歩道の新設

鶴田から会見第二小 別添による 会見第二小

円山入口の「止まれ」の塗り直し 円山

法勝寺中

町道　浅井縄平線

a-39 県道溝口伯太線

西原区電柱に防犯灯の設置

西原
付近に電柱がなく防犯灯での対応は困難・・・町民生活課
（県道のため道路照明灯として県に要望・・・教育委員会）

H24-会-1
H24-南-1

防犯灯の設置 諸木

H24-会-4

警察対応の
為重点箇所
から除外

防犯灯

防犯灯

H24-会二-1
H24-会二-２

防犯灯

県道　福頼市山伯耆大山停車場線a-33

バイパス 別添による

武信

拡張された県道

西原

〇

警察対応の
為重点箇所
から除外

a-38 国道　180号線

県道　米子岸本線 県道（諸木付近）

a-36 円山区入口

寺内 交通量多い、道幅狭い、歩道がない -

市山

a-31

御内谷区内

a-35

a-44

横断歩道の設置抜向けた前段で、ポールの設置を検討・・・・企画政策課 横断歩道の設置



番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

奥高姫入口バス停（高姫）周辺a-51 広域農道 車のスピードが速い、横断歩道がない

馬場からいずみ区へカーブ見通し悪い いずみ

戸構橋前

a-45 県道　西伯伯太線

a-46 県道　西伯根雨線

a-52

a-47

H24-会-5

防犯灯

町道　天萬寺内線

長田神社前からいずみ区へ

a-53 国道180号線

町道　法勝寺・鍋倉・与一谷線

標識の移設対応中・・・警察

防犯灯

Ｈ２４-西－６

〇

H24-会-2

H27年度分〇 外側線の引き直し

整備完了
バス停の防護柵は設置済
減速マークの設置を検討・・・県土整備局

〇

平成30年度に実施済み

平成29年度に歩道を設置

設置完了

トマレ標示塗り直し対策済
減速マーク設置済み

交通安全指導継続実施
減速マーク設置済み

平成29年度　2か所設置
残りの箇所については、平成30
年度以降に設置を検討

速度抑制の啓発看板を設置する
ことで対策済み

整備完了

平成２８年度に標識の移設を実
施済

平成29年度に設置済

交通安全指導継続実施・・・学校
注意喚起看板等の設置を検討・・・南さいはく地域振興協議会
減速マークの設置を検討・・・県

防犯灯の移設

・減速マークの設置、「徐行」を「ゆっくり」等へ変更・・・県

トマレの表示線及びトマレ塗り直し　・・・企画政策課
道河内から武信の間　確認の上減速マーク等の設置を検討・・・県

a-54

a-50 さくら保育園前
横断歩道に２箇所設置してある標識を見える位置
に移動

あいみ手間山

-

国道　180号線

ローソン～法勝寺
庁舎

交通量が多い、車のスピードが速い、ガードレール
がない

〇

-

防犯灯の移設

・スピード抑制策として、減速マーク、ゆっくり表示を検討・・・県土整
備局
・抜本的な対策として、歩道の新設、横断歩道の移設を検討・・・県土
整備局、警察

〇

県道溝口伯太線

町道　赤谷線 赤谷区内 区内３ヶ所に防犯灯 赤谷

a-48 町道　旧電車道線 倭区内（賀茂神社） 賀茂神社参道との交差付近、防犯灯の移設 倭

a-66 町道　法勝寺宿線 法勝寺（旧国道）
旧国道１８０号線法勝寺地区内の道路側線が消え
ている。

渡辺歯科医院～
ローソン（反対側）

歩道の新設 天萬

a-49

武信入口町道上、下　止まれの標示線見にくい。ス
ピードマークの追加

武信

法勝寺４区

交通安全指導継続実施・・・学校
横断歩道の設置について集落へ確認・・・あいみ富有の里
「スピードおとせ」の看板設置・・・企画政策課
横断歩道の設置にむけ外側線の検討・・・建設課

ローソン反対側の１０５ｍの区間の歩道整備の検討・・・鳥取県

国道１８０号線に青色路面標示 戸構

今長 福頼～今長間に歩道の設置 今長

武信入口

H28年度分

a-56 町道　三崎寺内線　ほか 三崎区内
集落内を自動車がスピードを出して通行するため
歩行者が危険

三崎 〇
①町道に印字されている「徐行」を「ゆっくり」との表示に塗りなおす。
②町道～公民館の交差点の一部が死角となるため外側線を入れる。

①「ゆっくり」と表示塗り直し済
②停止線、トマレ、外側線の実施
済

H28年度分

a-55 町道　天萬線 天萬区内
歩道が無く歩行者、自転車の通行が危険であるた
め、安全確保の対策が必要

天萬 〇 実施済み カラー舗装を実施

H28年度分

a-58 町道　河原田線 柏尾地内
通学路であることがわからない。また、カーブで見
通しが悪く危険な状態にある。

柏尾 〇
①農道交差点の国道か農道方向に「トマレ」の表示を入れる。
②中学校から生徒に対して自転車での走行マナー、交通安全につい
て周知徹底する。

①交差点に「トマレ」標示を設置
②中学生への自転車走行マナー
の徹底

H28年度分

a-57 町道　宮前二4号線 宮前二区地内
カーブミラーが見えにくい。また、通行する自動車の
速度が速く危険

宮前二区 〇
①カーブミラーをＣＡＴＶのケーブル柱に移設する
②町道に「ゆっくり」との表示を入れることを検討する。

①カーブミラーを手前に移設
②「ゆっくり」の路面標示を設置

H28年度分

a-60 町道　上落合線 上戸構橋バス停付近

5本ある電柱の１、２、５番目に防犯灯が設置されて
いるが、均等に明かりを確保するため、2番目の電
柱に設置されている防犯灯を3番目の電柱に移設
希望

落合上 平成２８年度に防犯灯を設置予定 平成29年度　設置済み H28年度分

a-59 町道　倭小西線 倭～原地内
通行する自動車の多くが、速い速度で通行するた
め危険

連絡会案件 〇
おおくに田園スクエア方面から西伯病院方面に走行する車両は、橋
の形状から横断歩道が見にくくなっている。警察で道路に注意表示を
入れる方針

平成28年度に「歩行者注意」の路
面標示を倭橋上に設置済み

H28年度分a-61 町道　馬佐良中線 馬佐良地内
防犯灯の増設(現在の設置状況は町道付近を含め
8ヶ所となっており、電柱番号15・18・23・29の4本の
増設を希望）

馬佐良 平成２８年度に防犯灯を設置予定 平成28年度　設置済み



番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

町道　戸構上鴨線 下鴨部区内　

年次的に工事実施中

平成３１年完成予定

ポットホールは町道パトにより随
時修繕し、ひび割れ等は計画的
に修繕する。

ポットホールは町道パトにより随
時修繕し、ひび割れ等は計画的
に修繕する。

年次的に対応

年次的に対応

（ダイイチデンソー付近から会見郵便局入口交差点までの区間を事
業実施中）

町道の拡幅

【b 対策実施中（対策予定）の箇所】

天萬地内 歩道の新設

b-1 町道　戸構上鴨線 上鴨部区内 舗装のひび割れ 上鴨部

あいみ手間山b-4

町道の舗装補修 下鴨部

県道　溝口伯太線

b-3 町道　法勝寺・鍋倉・与一谷線 与一谷

b-2

鍋倉から与一谷間の町道が狭く危険 与一谷

a-62 県道　西伯伯太線 道河内地内 防犯灯・器具の取り替え 道河内 平成２８年度に防犯灯を設置予定 平成29年度　設置済み H28年度分

H28年度分

a-64 県道　西伯伯太線 徳長地内 防犯灯の新設 道河内
防犯灯の電気代の負担について、集落間での協議が必要
調整ができた段階で設置を検討する。

平成29年度　設置済み H28年度分

a-63 町道　小松身内谷線 御内谷地内 防犯灯の新設　２か所 御内谷 平成２８年度に防犯灯を設置予定 平成28年度　設置済み

a-65 町道　三本木・小学校線 法勝寺7区内
通学路であるが道幅が狭く、自動車が通行すると
危険

法勝寺七区 〇 側溝のフタについては、建設課で設置予定
側溝蓋掛けによる拡幅工事を実
施（平成29年度中に完成予定） H28年度分

b-5 国道　180号線 能竹地内
国道の歩道が途切れているため、反対側へ横断す
る必要があるが信号機もなく安全に横断できない。

能竹 〇

Ｈ２８年度中に国道に「速度減速」等の表示を入れる予定
Ｈ３０～Ｈ３１を目途に能竹橋に歩道橋を設置する予定。現在中学生
が橋を渡って通学しているが、路側帯が狭く危険であるが、歩道橋完
成後に通学路の変更をする必要あり

平成３３年完成予定 Ｈ28年度分

a-67 県道境車尾線 境地内
県道横の水路が大きく、通学する自転車の通行が
危険

境 側溝に蓋を設置

平成29年度に実施済み
側溝の石積をL型擁壁に変更し
て実施（側溝のフタについては、
用水路管理者の了解が得られな
かったため実施できない。）

H28年度分

a-68 県道　溝口伯太線 阿賀地内
通行する自動車の多くが速い速度で通行するた
め、県道を横断する際に危険

連絡会案件 〇
現在、県道改良工事中であり、完成後は橋の下が通行可能となるた
め、法勝寺中学校生徒の通学路を変更する必要あり

通学路を変更済み
H29年度に防犯灯を設置済み H28年度分

Ｈ28年度分a-69 県道西伯伯太線 法勝寺三区内
児童館方面に進入する場合、道幅が狭く見通しが
悪いため歩行者とのすれ違う際に危険

法勝寺三区 道路の拡幅
検討のうえ、道路拡幅は、困難。
他の対策として、路肩カラー舗装
実施済。

b-6 町道　市山馬平線 朝金地内 防犯灯の新設　１か所 朝金 平成２８年度は設置しない。 平成30年度に設置予定 Ｈ28年度分



番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

歩道の新設 天萬県道溝口伯太線 潮医院からみき美容室

町道　旧電車道線 上阿賀地内 側溝床板の設置

d-8

d-5

Ｈ28年度分町道　倭住宅線
倭二区入口交差点からローソン前横断歩道の間に歩道を設置するこ
とを検討

H24-会-2〇
（通学路でないため、対策箇所か
ら削除）

現状維持

町道との交差点へのスミ切り拡
幅について、Ｈ３０年度以降での
事業化を検討

確認の結果カーブミラー取替は
見送る。

道路幅が広く３０ｋｍ規制に該当
しないため実施しない。

現状維持

現状維持

カーブミラーの取替

〇 （通学路でないことを確認）

道幅が狭いこともあり、トマレの強調表示は不要。現状維持

【c 検討中の箇所】

公安委員会へ要望

〇町道　柏尾坂根線 坂根地内 法勝寺左岸の一時停止標識など、危険回避 坂根

倭二区入口
国道１８０号から集落への進入路が狭く、また歩道
がないため歩行者が危険

d-4 町道　原線 原地内 集落内のカーブミラー傷みの為取替え。

d-2

【d 現状維持（当面は実施できない）の箇所】

c-2

原

上阿賀

旧県道清水川阿賀線 清水川地内 清水川地内町道の時速30キロ規制 清水川

d-3

d-1

d-6 町道　城山住宅線 城山（小倉宅側道） 町道のT字路にミラーの設置 戸構 （ミラー設置を確認）

町道　戸構住宅線 戸構区内 城山区（小倉～城山ホーム）カーブミラー設置 戸構

カーブミラーを確認

カーブミラーの検討

〇

〇倭二区

（消えていない）

歩道の設置を県へ要望

カーブミラーを確認

d-9 町道　鶴田線 鶴田区内 集落内速度規制の表示（４０Ｋm） 鶴田 速度表示の設置
公安委員会から必要性が薄いと
判断されたため、現状維持

Ｈ28年度分c-1 町道　下阿賀・北方・猪小路線 阿賀橋西側方面
通行する自動車の多くが、速い速度で通行するた
め危険

長田 〇
速度標識を設置しても、走行車両は見ないと考えられる。
現在消えかかっているセンターライン及び外側線の引き直しを行う。

中央線などの引き直しについて、
平成３０年度以降での事業化を
図る。

d-10 県道　西伯根雨線 今長橋周辺
今長橋周辺への防犯灯の移設（旧道の防犯灯の
移設）

今長 県道沿線への設置となるため、県に設置を要望する予定 現状維持 Ｈ28年度分

d-7

Ｈ28年度分d-11 農道 田住地内 防犯灯の設置（住宅間に防犯灯を２基設置） 田住 既設防犯灯との間隔が狭くなるため、設置しない。
既設の防犯灯があることを勘案
し、現状維持

国道　180号線 賀祥区内、緑水園前 横断歩道が消えかけている 南さいはく

Ｈ28年度分d-12 町道　朝金鶴田２号線 鶴田地内
通学路であることが分かりにくい。また、カーブがあ
るため見通しが悪く危険

会見第二小 〇
交通量が少ないことから「通学路」標記は当面設置しない。
カーブミラーの設置では歩行者は確認できないので、当面設置しな
い。

現状維持



番号 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 集落
重点
箇所

対策内容 対策状況 備考

d-13 町道　原奥絹屋線 原地内
木野屋橋交差点

一方向にしか「トマレ」標示がなく、交差点の進入が
危険であるため、もう一方向にも同様の標記の設
置を望む。

原 〇 既に「トマレ」の表示があるので、現状で対応 現状維持 Ｈ28年度分

Ｈ28年度分d-14 町道　天万田住線 田住地内
四軒屋交差点の諸木方面から会見小学校方面に
町道を横断する際に横断歩道がなく危険

田住 〇
日中の交通量がさほどないと思われること及び歩行者の待避所が道
路の現状ではないため、横断歩道の設置は困難

現状維持


